
第９回京都学生祭典 来場者および参加者数速報 
 

１．総来場者数 

１０月９日（日）平安神宮・岡崎公園一帯   180,000 人    

 

     ＜これまでの来場者数＞ 

第１回 102,000人  

第２回  11,000人（台風 22号上陸のため全屋外企画中止） 

第３回 128,000人 

第４回 174,000人（この年から２日間開催） 

第５回 215,500人（１日目に新風館を使用） 

第６回 224,000人（１日目に新風館、２日目にはみやこめっせを使用） 

第 7回 227,000人（Grand Finaleに新選組リアン出演） 

第８回 203,500人（１日目が雨天にて縮小開催） 

 

２．実行委員・おどり手・担ぎ手数 

実 行 委 員：48大学 3大学院 4専修学校  756名（短期スタッフ含む） 

『京炎 そでふれ！』おどり手：19大学 3大学院 2専修学校  875名 

『 京 炎 み こ し 』 担 ぎ 手：14大学 3大学院 2専修学校   67名            

実 行 委 員：51大学 3大学院 7専修学校 1698名 

 

３．実施プログラム 

（１）JINGU Opening Parade（参加団体 18団体） 

（２）Kyoto Student Music Award（全国学生音楽コンテスト）（総エントリー数 137組） 

一次・二次予選を勝ち抜いた 8組の中からグランプリを決定。 

 グランプリ   SONIC BOOM 【南山大学、昭和高校、 

           音楽学校 MI JAPAN 名古屋校】 

 ２ 位 the 90s   【同志社大学、京都橘大学、放送大学】 

 ３ 位 フレデリック  【大阪大学】 

 特 別 賞 スモールライト  【甲陽音楽学院】 

 ※来場者の投票によって決定する賞 

 ベストプレイヤー賞  

 ※GIZA studio より団体の区別なく、各パート別に優秀であった人に贈られる賞 

     Vocalist the 90th  前田 慧 

     Guitarist ファジーロジック 荒砂 圭邦 

     Bassist THE TOKYO  中矢 三四郎 

     Keyboardist フレデリック  永尾 剣一 

     Drummer ツバクラメ  二神 紗耶 

2011 年 10 月 15 日  

京都学生祭典実行委員会 



（３）京炎 そでふれ！全国おどりコンテスト（総エントリー数 121団体、約 2470 名出場） 

＜京炎 そでふれ！部門＞ 

１ 位 京炎 そでふれ！輪舞曲 炎 （龍谷大学、京都ノートルダム女子大学） 

２ 位 京炎 そでふれ！京躍華 逢華  （京都薬科大学） 

３ 位 京炎 そでふれ！京小町 悠   （京都女子大学） 

審査員特別賞 京炎 そでふれ！大宮炎龍舞連  （一般団体 京都府） 

※３位までに入賞していない、構成員の過半数が中学生以下の団体に贈られる賞 

四 竹 賞 大阪市立大学チーム朱蘭～みかん～  （大阪市立大学） 

大阪市立大学チーム朱蘭～さくら～  （大阪市立大学） 

※３位までに入賞していない、本年度はじめて京炎 そでふれ！部門に参加した計２団体に贈

られる賞 

      

＜ノンジャンル部門＞ 

１ 位 あでおとあでーじょ   （一般団体 大阪府） 

２ 位 丹波篠山楽空間    （一般団体 兵庫県） 

３ 位 Unpad Student ACE 2011 （パジャジャラン大学 インドネシア） 

審査員特別賞 B-TRIBE U-18＆U-12   （一般団体 京都府） 

 

（４）縁日  

    一般飲食ブース：３８ 

  国際化ブース：８ 

  岡 崎 地 域：２    計４８団体 

 

（５）企業連携シリーズ げんきっずスタジアム 2011 （連携企業：４社） 

 

（６）KYO-SENSE博 （企業５社、学生２団体、行政２部署 計９団体） 

 

（７）そでふれ the world ～きて・みて・ふれて 京炎 そでふれ！～ （計 14団体） 

 

（８）ＳＡＩ ―芸術・ファッション×京イズム― （９大学 １専修学校 115名） 

 

（９）Dream Orchestra （25大学 94名） 

 

（10）Grand Finale（参加団体 1団体 その他） 

 



４．メディア掲載 

（１）テレビ 

ＫＢＳ京都 

京都学生祭典特別番組   10月 30日（日）19時～ 

 

（２）新聞掲載記事 

京都新聞 朝刊 1 面 

10 月 10 日(月) 



 

読売新聞 朝刊 34面 

10 月 10 日(月) 



最終企画参加状況について 
 

第９回京都学生祭典実行委員会 
第９回京都学生祭典企画参加状況一覧（10 月 25 日） 
企画名 参加数 大学コンソーシアム京都加盟大学 昨年度参加数

JINGU Opening Parade
1８団体 加盟大学数：１大学 ５団体

（コンソ加盟大学数：０大学）

企業連携シリーズ
げんきっずスタジアム２０１１

連携企業数：４企業
企画協力幼稚園・保育園数：３０園
(市立：３園　私立：２７園）

連携企業：１社
訪問幼稚園数：２６園

KYO-SENSE博 合計団体・企業数：９ １３団体

そでふれthe world
１２団体
披露・出前先からの参加：２校２１人

加盟大学数：１２団体 １３団体
（コンソ加盟団体数：１３団体）

SAI－芸術・ファッション×京イズム－

人数：1１５名
大学数：９大学

加盟大学数：８大学（８５名）
非加盟大学数：１大学（30名）

モデル：９大学（３０名）
（コンソ加盟大学数：４大学（２５人）
　　　非加盟大学数：５大学（５人）　）
衣装協力：６団体
（コンソ加盟団体数：４団体
　　　非加盟団体数：２団体）
パフォーマンスサークル：２団体
（コンソ加盟大学数：２大学）
京炎 そでふれ！演舞：５団体
（コンソ加盟大学数：５団体）

Dream Orchestra

人数：９４名
大学数：２５大学

加盟大学数：1４大学　（７２名）
非加盟大学数：11大学　（２２名）

２４大学（１００名）
（コンソ加盟大学数：１４大学
　　　非加盟大学数：１０大学）

Grand Finale
１団体 加盟大学数：１大学 １団体

（コンソ加盟大学数：１大学）

求ム！学生司会者

人数：１８名
大学数：９大学

加盟大学数：５大学　（14名）
非加盟大学数：４大学　（４名）

９大学（１７名）
（コンソ加盟大学数：４大学　（１１名）
　　　非加盟大学数：５大学　（６名）
）ブース出展 企業：７  行政：３ 企業：7　行政：２

縁日

一般飲食ブース：３８団体
国際化ブース：８団体
一般参加団体：２団体
合計：４８団体

Kyoto Student Music Award

一次審査参加：137団体
二次予選出場：20団体
本選出場：８団体

京炎 そでふれ！全国おどりコンテスト

京炎 そでふれ！部門：３４団体
ノンジャンル部門：８７団体
合計：１２１団体

一次審査参加：２１２団体
二次予選出場団体：２０団体
（コンソ加盟大学数：６団体）
本選出場団体：１０団体
（コンソ加盟大学数：４団体）

京炎 そでふれ！部門：３１団体
ノンジャンル部門：８６団体
合計：１１７団体
（コンソ加盟大学数：４４団体）

一般飲食ブース：４０団体
国際化ブース：１０団体
一般参加団体：１団体
合計：５１団体
（コンソ加盟大学数：４２大学
　　　非加盟大学数：８大学　）

加盟団体数：41団体

加盟団体数：45団体

加盟大学数：４１大学
非加盟大学数：５大学

 



【JINGU Opening Parade】 
団体名 内容 

関西外国語大学 吹奏楽部 マーチング 

学校法人京理学園 京都理容美容専修学校 和装 人力車乗り人 

同志社大学 人力俥友之会 人力車 

京都府警察本部地域部地域課平安騎馬隊 平安騎馬隊 

京都府 まゆまろ ゆるキャラ 

亀岡商工会議所 明智かめまる ゆるキャラ 

城陽市観光協会 イルミン ゆるキャラ 

京都市環境政策局地球温暖化対策室 エコちゃん ゆるキャラ 

長岡京市役所 お玉ちゃん ゆるキャラ 

京都向日市激辛商店街 からっキー ゆるキャラ 

キララ商店街事業協同組合 キララちゃん ゆるキャラ 

京都市交通局 京ちゃん・都くん ゆるキャラ 

京都市環境政策局社会推進部循環企画課 こごみちゃん ゆるキャラ 

福知山市 大江支所 酒呑童子 ゆるキャラ 

京都市下京区役所 シモンちゃん ゆるキャラ 

舞鶴観光協会 チョキまる ゆるキャラ 

福島県矢吹町役場企画経営課 やぶきじくん 東北ゆるキャラ 

岩手県立産業技術短期大学校 石割さくらちゃん 東北ゆるキャラ 

団体数：18 団体（大学コンソーシアム京都加盟大学：１大学） 
【Kyoto Student Music Award】 

【本選出場】団体名 所属 

ツバクラメ 京都教育大学 

ファジーロジック 京都外国語大学 

the 90s 同志社大学 

スモールライト 同志社大学 

フレデリック 大阪大学 

HiEVERS 関西外国語大学 

THE TOKYO 慶應義塾大学 

SONIC BOOM 南山大学 

【二次予選出場】団体名 所属 

ツバクラメ 京都教育大学 

ファジーロジック 京都外国語大学 

momomo 京都産業大学 

ファンタジイ☆素股 同志社大学 

高瀬壮麻 同志社大学 

スモールライト 同志社大学 

the 90s 同志社大学 

lifestyle 佛教大学 

理科室コーヒー実験ブレンド 大阪工業大学 

フレデリック 大阪大学 

くれぱす帳 神戸女子大学 

Zipper 大阪府立桜塚高等学校  

THE TOKYO 慶應義塾大学 

SONIC BOOM 南山大学 



ivyscope 関西国際大学 

HiEVERS 関西外国語大学 

DISCOMMUNICATION 神戸大学 

CROMMATY 滋賀県立草津東高校 

Cosmic Joke 九州大学 

ジョゼ ※棄権 なし（※学生メンバーが脱退したため） 

【一次審査参加】団体名 所属 

ラックラスター 京都大学 

笑音（ワライオン） 京都大学大学院 

ツバクラメ 京都教育大学 

テノメ 京都工芸繊維大学 

In the Box 京都府立医科大学 

Just AcorN 大谷大学 

ファジーロジック 京都外国語大学 

momomo 京都産業大学 

愛結美 京都女子大学 

松尾 優 京都女子大学 

DEEP UNDERWATER 京都文教大学 

Plastic Band 京都薬科大学 

音爆弾 種智院大学 

the 90s 同志社大学 

スモールライト 同志社大学 

ファンタジイ☆素股 同志社大学 

unknown quantity 同志社大学 

高瀬壮麻 同志社大学 

2nd-Friction 同志社大学 

Novelman 同志社大学 

ペデストリアン 同志社大学 

western PILEDRIVER 同志社大学 

うぐいす 同志社大学 

lifestyle 佛教大学 

TOOLBOX 佛教大学 

Alter Guyst 佛教大学 

名もなき暇人 佛教大学 

ＪＡＮＫ ＡＲＴ 立命館大学 

Ark the Rock 立命館大学 

Jamokashi 立命館大学 

GreenWorld 立命館大学 

GLORIOUS TRICK 立命館大学 

Phantom Living 立命館大学 

Noise and milk 立命館大学 

ミライノキヲク。 立命館大学 

LIE AND WHINE 立命館大学 

HAmbacker Distortion 立命館大学 

Haco. 立命館大学 

葱-NEGY- 立命館大学 



vanished dog fish 立命館大学 

さんさんバンド 龍谷大学 

理科室コーヒー実験ブレンド 大阪工業大学 

部家 弥生 武庫川女子大学 

匂い蜂 名古屋商科大学 

弐回転！Groove ビジュアルアーツ専門学校大阪 

二次元ラヴァー 大阪保健医療大学 

東京テレパシー なし（※代表者が学生以外） 

深町 将詞 FSM 

舟木勝真 大手前大学 

虎んすペアレンシー 文京学院 

幻想シープ なし（※代表者が学生以外） 

温玉バスターズ 福岡女学院大学 

異邦の客 大阪大学 

ロンサム なし（※代表者が学生以外） 

もっぷ 信州大学 

ミチコロンブス なし（※代表者が学生以外） 

まちばり 兵庫大学 

マイナス人生オーケストラ なし（※代表者が学生以外） 

フレデリック 大阪大学 

パレット 大阪工業大学 

ノヤマシラカワ 関西学院大学 

ちひろ 名古屋芸術大学 

ダンカンサウンズ 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 

ジョゼ なし（※学生メンバーが脱退） 

コバケン 早稲田大学 

くれぱす帳 神戸女子大学 

キャット空中一時停止 関西学院大学 

アバウトロジック 愛知淑徳大学 

Zipper 大阪府立桜塚高等学校 

Ypsilon 慶応義塾大学 

Wollip なし（※代表者が学生以外） 

wave of mutilation(波) 広島修道大学 

watapod feat.The Kubocoron なし（※代表者が学生以外） 

Warp23 立命館大学 

Wad Cutter 日新高校 

vento 甲陽音楽学院 

UEBO 東京大学 

Tinks Crane 大阪市立鶴見商業高校 

TheeSmokin'Kuma^ 北星学園大学 

THE TOKYO 慶應義塾大学 

The Hoochie-Coochies 九州大学 

Take mind's place ESP エンタテインメント専門学校 

Sugarfuel 島根大学 

SPUNKY BOMB 大阪工業大学 

SONIC BOOM 南山大学 



SIXSLILY' 大阪市立住吉商業高校 

Schloder 兵庫県立大学 

Rickettsia 大阪経済大学 

red bamboo 大阪芸術大学 

RAY. 明治大学 

RAINY Cloud 大阪産業大学 

Rabbity Rabbit 広島経済大学 

Q-vic 大阪スクールオブミュージック 

Personality ビジュアルアーツ大阪 

OUTSIDER 大阪工業大学 

ONE×ONE 大阪経済大学 

Nobel 福岡大学 

moment 日本経済大学 福岡キャンパス 

mol-74 なし（※代表者が学生以外） 

Milky 関西学院大学 

Memories art Hill 西日本工業大学 

Los Anima なし（※代表者が学生以外） 

little green wonder 大阪市立大学大学院 

Life なし（※代表者が学生以外） 

ＬＥＶＥＬ：９９． 西南学院大学 

LAYLA 大阪音楽大学 

kiki なし（※代表者が学生以外） 

JOY CUBE 和歌山大学 

ivyscope 関西国際大学 

isty 名古屋音楽大学 

Indian Mokkoli MAX 山口大学 

HIPPIE 名古屋高校 

HIGH BONE MUSCLE なし（※代表者が学生以外） 

HiEVERS 関西外国語大学 

Heliolotus 大阪大学 

Grunge Aｃｔ 甲南大学 

GEARCONTROL 近畿大学 

GALBREAK 近畿大学 

Fourtune 大阪大学 

Flat's 近畿大学 

ELKADIO 大阪府立大学工業高等専門学校 

DISCOMMUNICATION 神戸大学 

Dieenstag Monstrum 近畿大学 

DeFlava 群馬大学 

D.B チキン's 松山大学 

CROMARTY 滋賀県立草津東高校 

Cosmic Joke 九州大学 

Cloudy Man 愛知工業高校 定時科 

CIEL 関西学院大学 

CHINNAMON MELTS 大阪市立鶴見商業高等学校 

BUZZ STYLE ROCK 国際カイロプラクティックカレッジ 



BAND-8 福岡大学 

alcott なし（※代表者が学生以外） 

ALBERT 九州工業大学 

AIR SALON PASSING ヒューマンアカデミー 

1-pattern 沖縄県立芸術大学 

1.G.K 関西外国語大学 

一次審査参加団体数：137 団体（大学コンソーシアム京都加盟団体：41 団体） 
二次予選出場団体数：20 団体   

本選出場団体数：８団体  
【京炎 そでふれ！全国おどりコンテスト】 

【京炎 そでふれ！部門】団体名 所属・地域 

京炎 そでふれ！彩京前線～蒼天～ 京都大学・京都府立大学 

京炎 そでふれ！彩京前線～綾錦～ 京都大学・京都府立大学 

京炎 そでふれ！彩京前線～銀砂～ 京都大学・京都府立大学 

京炎 そでふれ！華羅紅 京都光華女子大学 

京炎 そでふれ！咲産華 ～華～ 京都産業大学 

京炎 そでふれ！咲産華 ～咲～ 京都産業大学 

京炎 そでふれ！咲産華 ～嵐～ 京都産業大学 

京炎 そでふれ！京小町 悠 京都女子大学 

京炎 そでふれ！京小町 麗 京都女子大学 

京炎 そでふれ！京小町 凛 京都女子大学 

京都女子大学  創作舞踊部 京都女子大学 

京炎 そでふれ！葵和 京都精華大学 

京炎 そでふれ！Tacchi 京都橘大学 

京炎 そでふれ！文舞蘭 京都文教大学 

京炎 そでふれ！京躍華～逢華～ 京都薬科大学 

京炎 そでふれ！京躍華～逢躍～ 京都薬科大学 

京炎 そでふれ！志舞踊～若菜～ 同志社大学・同志社女子大学・大谷大学 

京炎 そでふれ！志舞踊～生成～ 同志社大学・同志社女子大学・大谷大学 

京炎 そでふれ！花風姿～葵の章～ 同志社女子大学 

京炎 そでふれ！花風姿～紫の章～ 同志社女子大学 

京炎 そでふれ！おどりっつ 立命館大学・佛教大学 

京炎 そでふれ！輪舞曲 宴 龍谷大学・ノートルダム女子大学 

京炎 そでふれ！輪舞曲 炎 龍谷大学・ノートルダム女子大学 

京炎 そでふれ！輪舞曲 縁 龍谷大学・ノートルダム女子大学 

龍谷大学 華舞龍～華～ 龍谷大学・ノートルダム女子大学 

龍谷大学 華舞龍～舞～ 龍谷大学・ノートルダム女子大学 

京都市嵯峨野児童館 京都市嵯峨野児童館 

舞闘神 都侍 京都府 

和っしょいモダン 大阪教育大学 

大阪市立大学チーム朱蘭～みかん～ 大阪市立大学 

大阪市立大学チーム朱蘭～さくら～ 大阪市立大学 

神戸親和女子大学 ダンス部 神戸親和女子大学 

ＳUNＦiｓh ダンスチーム 大阪 

京炎 そでふれ！チーム 大曇天返し なし（※大学生、社会人混合） 

京炎 そでふれ！大宮炎 龍舞連 なし（※大学生、社会人混合） 



【ノンジャンル部門】団体名 所属・地域 

京都大学チアリーディングサークル TREVIS 京都大学 

京都大学 EgoisticDancers 京都大学 

フラガール 京都府立大学 

フラメンコクラブＬａｓ☆Ｅｓｔｒｅｌｌａｓ 京都産業大学 

ダンスクラブ Unlimited∞ 京都女子大学 

京都ノートルダム女子大学 チアリーダー部 AMIGAS 京都ノートルダム女子大学 

京都文教大学よさこいサークル風竜舞伝 京都文教大学 

ENCHAINEMENT 同志社大学 

Meahula Nohealani 同志社大学 

Jewels 同志社大学 

ＰＧ 同志社女子大学 

Ar５ 同志社女子大学 

YAMMY 同志社女子大学 

Girlicious 同志社女子大学 

佛教大学よさこいサークル紫踊屋 佛教大学 

立命館大学モダンジャズバレエ部 立命館大学 

立命館大学 Hawaiian Circle meahula 立命館大学 

京都チーム「櫻嵐洛」 櫻華爛漫～時を越えて～ 立命館大学 

京都チーム「櫻嵐洛」絆－KIZUNA－ 立命館大学 

京都明徳高等学校ダンス部 京都明徳高等学校 

B-STREET 龍谷大学付属平安高校 

京都聖母学院中学高等学校ダンス部 京都聖母学院中学校・高等学校 

A Bay Bay 京都市立蜂ヶ岡中学校 

京都三条 JEUGIA カルチャーセンター TINKERS littlekids 京都三条 JEUGIA カルチャーセンター 

京都三条 JEUGIA カルチャーセンター TINKERS kids 京都三条 JEUGIA カルチャーセンター 

京都三条 JEUGIA カルチャーセンター TINKERS jr 京都三条 JEUGIA カルチャーセンター 

ALOHA FLOW HULA 桂川ブランチ 京都府 

BOMBER-G 京都府 

B-TRIBE U-18&U-12 京都府 

K-Dance Nuts 京都府 

K two max バトンチーム 京都府 

kipuukamalei.m フラｽﾀｼﾞｵ 京都府 

K-style 京都府 

LOVE☆SMILE’S 京都府 

ＰＬ京都ＭＢＡ ”くるくるず” 京都府 

Pinky☆bitz 京都府 

SMILE CANDY 京都府 

ＳＯＵＬ ＫＩＴＣＨＥＮ 京都府 

Star☆bitz 京都府 

岡崎自治連合会 岡崎女性会 岡崎自治連合会 

カワイダンスエージェンシー  ANGEL  BERRIES 京都府 

カワイダンスエージェンシー  CANDY  BERRIES 京都府 

カワイダンスエージェンシー  MINI  BERRIES 京都府 

カワイダンスエージェンシー  STAR  BERRIES 京都府 

カワイダンスエージェンシー  TINY  BERRIES 京都府 



カワイダンスエージェンシー  WILD BERRIES 京都府 

カワイダンスエージェンシー  BLUE BERRIES シー 京都府 

西京高校 DANCE 部 京都府 

ザ・FUNK ション 京都府 

サルサ・ニーニョ 京都府 

チアダンスクラブ フェアリーズ 京都府 

どぉする？どぉする？ 京都府 

ポニオヘ加舎フラスタジオ 京都府 

峰山よさこい連「空」～kuh～ 京都府 

よさこい広場「よっちょれ」 京都府 

よさこい踊り組 優心 京都府 

楽実 kyoto 京都府 

大阪大学お祭りダンスサークル祭楽人 大阪大学 

大阪大谷大学Α 大阪大谷大学 

大阪大谷大学 B 大阪大谷大学 

大阪府立高津高校ダンス部 大阪府立高津高校 

有閑踊り子一座 飛舞人 関西大学 

ＰＩＮＫＣＨＩＬＤ 大阪府 

あでおとあでーじょ 大阪府 

ダンパ 大阪府 

美麗舞 大阪府 

よさこい連「桜華」 大阪府 

B&G Fellow 滋賀県 

Caramel☆Ribbon 滋賀県 

Cotton☆Ｃａｎｄｙ 滋賀県 

Ｐ→ＳＥＭ 滋賀県 

Ｓｈａｌｌ舞嵐山 滋賀県 

王歌七舞会 滋賀県 

ゑにし 奈良県 

太鼓伝創の会「つぶて」 兵庫県 

丹波篠山楽空間 兵庫県 

奈良市役所チーム八重櫻 兵庫県 

年中夢中 関西 

四季 春夏 岡山理科大学 

四季 秋冬 岡山理科大学 

笑輝 岡山大学 

楽鬼 紅 岡山大学 

楽鬼 蒼 岡山大学 

楽鬼 黄 岡山大学 

広島経済大学 DANCE RAZZLE 広島経済大学 

高松よさこい連 香川県 

Unpad Student ACE 2011 パジャジャラン大学（インドネシア） 

京炎 そでふれ！部門：34 団体  
ノンジャンル部門：87 団体  

団体数：121 団体（大学コンソーシアム京都加盟団体：45 団体） 
 



【縁日】 
【一般飲食ブース】団体名 所属 

SiilyFox 京都大学 

フリーラン 京都大学 

関西学生アメリカンフットボール連盟 京都プロジェクト 京都大学 

京都教育大学バドミントンサークル ぼちぼち打とか～。 京都教育大学 

LAKE-B 京都工芸繊維大学 

松 G 京都工芸繊維大学 

京都大学テニスサークル EGALITE 京都工芸繊維大学 

流木祭・新歓夜祭実行委員会 京都府立大学 

べびーかすてらやさん 池坊短期大学 

sweets girls♡ 池坊短期大学 

ＩＫＢ♡GIRL’S BAR 池坊短期大学 

京都外大国連サークル 京都外国語大学 

K クラ 京都外国語大学 

龍尾祭実行委員会 京都学園大学 

第 46 回神山祭実行委員会 京都産業大学 

嵐山 京都産業大学 

Volunteer Team CSA 京都産業大学 

沖縄ＤＪ＠京女 京都女子大学 

京都橘大学大学祭実行委員会 京都橘大学 

京都ノートルダム女子大学 学生会執行部 京都ノートルダム女子大学 

京都聖母女学院短大 聖なるたこせん 京都聖母女学院短期大学 

体験学習サークル CRAWL 同志社大学 

FLAPPER 同志社大学 

星の会 同志社大学 

STROLL 同志社大学 

DIF 同志社大学 

ＥＶＥ実行委員会 同志社女子大学  

立命館大学サイクリング同好会 立命館大学 

KIF 第８回広報部チーム 立命館大学 

立命館大学映画部 立命館大学 

立命館コンピュータサークル 立命館大学 

吹奏楽サークル Fiz 立命館大学 

岡崎ボーイズ★ 龍谷大学 

学友会 阪南大学 

国際交流スポーツサークルＦＩＮＥ 関西医科大学 

INNOCENTZ 関西大学 

INNOCENTZ☆ 関西大学 

平安女祭実行委員会 平安女学院大学 

【国際化ブース】団体名 所属 

IAT☆きずな 京都大学 

京都大学公認国際交流サークル ＫＩＸＳ 京都大学 

中華文化研究会 同志社大学 

ICG 国際交流 同志社大学 

サラダボウル Project 同志社大学 



井口ゼミ 同志社大学 

TEAMexsight 立命館大学 

日中学生交流団体 freebird 立命館大学 

地域参加 

岡崎自治連合会 

京都市立岡崎中学校 

一般飲食ブース：38 団体  
国際化ブース：８団体  

地域参加：２団体  
団体数：48 団体（大学コンソーシアム京都加盟大学数：41 大学  

非加盟大学数：５大学） 
【企業連携シリーズ げんきっずスタジアム 2011】 

連携企業名 事業内容 

株式会社京都アストドリームス（協賛なし、野球

道具貸出・選手派遣協力） 

野球をはじめとするスポーツの興行 

野球教室等のイベント運営に係る企画業務 

株式会社 野原光学（協賛５０万） 
眼鏡・補聴器販売とそれに付帯関連する事

業 

建築工房しばた（協賛５０万） 注文住宅・リフォーム 

株式会社ボーネルンド BORNELUND INC（協

賛なし、遊具貸出・おもちゃ提供協力） 

教育玩具、育児用具、教具などの輸入・開発

及び販売 

幼稚園・保育園名 内容 

市立（３園） 

企画への協力（絵・備品の提供） 

開智幼稚園  

竹田幼稚園 

三条保育所 

私立（２７園） 

葵保育園 

うづら保育園 

岡崎幼児園 

錦綾幼稚園 

月かげ保育園 

神川保育園 

さがの幼稚園 

自然幼稚園 

七条幼稚園 

下京保育所 

信愛保育園 

真覚寺保育園 

墨染保育所 

聖光幼稚園 

たちばな保育園 

だん王保育園 

中立保育所 

紫野幼稚園 

洛西幼稚園 

洛東幼稚園 



洛北せいか幼稚園 

光林保育園    

吉田幼稚園 
 

四院幼稚園 
 

聖護院保育園 
 

慧日幼稚園 
 

わかば園 
 

連携企業数：４企業  
協力依頼 幼稚園・保育園数：30 園   

（市立：３園 私立：27 園） 
【KYO-SENSE 博】 

団体名 内容（予定） 

ローム株式会社 LED 技術の展示 

株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 電気自動車の展示 

ニチコン株式会社 蓄電器充電設備の紹介・クイズ 

株式会社 堀場製作所 放射線の測定機による体験 

株式会社 ジェー・エス・ビー 環境に配慮した住宅の説明 

NPO 法人 風 うちわの製作 

京都市環境政策局 身近な省エネルギーの体験 

京都女子大学 蒲生ゼミ 太陽光発電とエコに関する紹介 

京エコロジーセンター グリーンカーテンの製作 

団体数：９団体 
【そでふれ the world】 

団体名 所属 

京炎 そでふれ！彩京前線 京都大学・京都府立大学 

京炎 そでふれ！華羅紅 京都光華女子大学 

京炎 そでふれ！咲産華 京都産業大学 

京炎 そでふれ！京小町 京都女子大学 

京炎 そでふれ！葵和 京都精華大学 

京炎 そでふれ！Tacchi 京都橘大学 

京炎 そでふれ！文舞蘭 京都文教大学 

京炎 そでふれ！京躍華 京都薬科大学 

京炎 そでふれ！志舞踊 同志社大学・同志社女子大学・大谷大学 

京炎 そでふれ！花風姿 同志社女子大学 

京炎 そでふれ！おどりっつ 立命館大学・佛教大学 

京炎 そでふれ！輪舞曲 龍谷大学・ノートルダム女子大学 

披露・出前先からの参加団体 人数 

修学院小学校４年生 20 人 

御池中学校３年生 １人 

団体数：京炎 そでふれ！ホストチーム 12 団体 
披露・出前先からの参加 ２校 ２１名  

（大学コンソーシアム京都加盟大学数：12 団体） 
【SAI－芸術・ファッション×京イズム－】 

【ファッションショー企画】所属大学 人数 

京都光華女子大学短期大学部、京都光華女子大学短期大学部 20 人 

京都造形芸術大学 11 人 



京都聖母女学院短期大学 13 人 

立命館大学（アカペラ Clef） ６人 

同志社大学（アカペラ OLIVER） ６人 

京都産業大学（アカペラ Pure Voices） 11 人 

学校法人京理学園 京都理容美容専修学校 30 人 

【芸術作品企画】所属大学 人数 

池坊短期大学 16 人 

京都嵯峨芸術大学 ２人 

人数：115 名  
大学数：９大学（大学コンソーシアム京都加盟大学数：８大学 85 名  

非加盟大学数：１大学 30 名） 
【Dream Orchestra】 

所属大学 人数 

京都大学 ２人 

京都教育大学 ２人 

京都府立医科大学 １人 

京都市立芸術大学 １０人 

京都外国語大学 １人 

京都産業大学 ３人 

京都女子大学 ８人 

京都薬科大学 ３人 

同志社大学 10 人 

同志社女子大学 11 人 

平安女学院大学 １人 

立命館大学 ５人 

龍谷大学 14 人 

京都造形芸術大学 １人 

大阪大学 １人 

大阪市立大学 １人 

大阪音楽大学 １人 

関西大学 １人 

ESA 音楽学院 １人 

滋賀大学 ４人 

滋賀医科大学 ８人 

滋賀県立大学 ２人 

帝塚山大学 １人 

奈良女子大学 １人 

浜松学院大学 １人 

人数：94 名  
大学数：25 大学（大学コンソーシアム京都加盟大学数：14 大学 72 名  

非加盟大学数：11 大学 22 名） 
【Grand Finale】 

団体名 所属 

和太鼓 悳 
京都造形芸術大学、京都芸術デザイン専門

学校 

団体数：１団体 



【求ム！学生司会者】 
所属大学 人数 

京都大学 １人 

京都産業大学 １人 

京都橘大学 １人 

同志社大学 ２人 

立命館大学 ９人 

関西外国語大学 １人 

関西学院大学 １人 

近畿大学 １人 

ヒューマンアカデミー大阪校 １人 

人数：18 名  
大学数：９大学（大学コンソーシアム京都加盟大学数：５大学 14 名  

非加盟大学数：４大学 ４名） 
【ブース出展】 

企業 

ローム株式会社 

株式会社長栄 

株式会社 GS ユアサ 

株式会社キャリアパワー 

株式会社ジェイ・エス・ビー 

株式会社インテリジェンス 

関西みそＰＲ委員会 

行政 

京都府 

京都市 

国民文化祭・京都 2011 

ブース出展数：企業 ７ 
行政 ３ 

 
以上 




